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「文・芸・理」の力
インターネットは社会を大きく変えました。新しい技術が社会を変え、その変化が研究開発の

スピードを加速させます。そして、そこで生まれた新技術がさらに社会を加速させて──社会の

変化のスピードはどんどん大きくなっています。新技術の利用──さらには研究開発には当然「理」

の知恵が必要です。

しかし単に新技術の開発に成功しても、それだけでは技術を社会に出していくことはできません。

新技術をどのように持続的ビジネスにつなげるか、関係する法律や規制をどうクリアするかといった

「文」の知恵が必要です。

さらに同じようなサービスであっても、あるサービスは使いやすいとか、使っていて楽しいという

ように──人々の感性にいかにマッチするかの差が、広まるときに大きな結果の違いになってき

ます。その差を生むのはデザインであり「芸」の知恵です。

つながる力
インターネットが大きく社会を変えたのは「人と人」をオープンに広くつなげたからです。

特定の企業の中でしかつながらない電子メールやホームページではこんな力は持てなかったで

しょう。メールアドレスやURLを知っていれば「いつでも、どこでも、だれでも」つながる──

そのオープン性がインターネットの力です。次の大きな技術・社会革新の波といわれているのが

「IoT: Internet of Things──モノのインターネット」です。私たちの身の周りの「モノ」がネットワーク

につながり「モノと人」、「モノとモノ」が、オープンにつながる時代がやってきます。今までの

インターネットの世界を超えて、ネットがモノを通して現実の世界とつながっていきます。関連

する法律や制度はより複雑になり、手で触れる現実の形としてのデザインの重要性も高まります。

情報連携学へ
変化が加速した現代──高いレベルで「文・芸・理」の知恵を融合したIoT時代のサービスやモノ

があれば、より早く成功をおさめられます。しかし同時に、どんなに優れた人でも一人で「文・芸・

理」のすべてが高いレベルでという人間はいません。今、求められている人材は、自分が得意でな

い分野に対しても理解を持ち、共通の言葉で対話して連携しプロジェクトを達成できる人材です。

そのために創造したのが、連携するための「文・芸・理」の知識と学習がどうあるべきかを研究する

「情報連携学」であり、その実践教育を行うのが「INIAD：情報連携学部」です。

情報連携学部INIAD学部長
坂村　健



東洋大学情報連携学部 INIAD

激動の時代、
新しい大学教育を目指して
坂村 健（東洋大学情報連携学部 INIAD 学部長）
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東洋大学情報連携学部──I
イ ニ ア ド

NIADが何をしようとしている

のかというお話をさせていただきたいと思います。INIADは

常に社会とのつながりの中で、今できるベストな大学教育を

行うことを目標としています。

連携できる人材

人工知能（AI）とIoT（Internet of Things）の技術が、これ

からの世界を大きく変えようとしています。1990年代に登場

したインターネットで世界は変わりました。特にこの10年

のインターネットとクラウドとマッシュアップの技術──

“マッシュアップ”という言葉は日本語にはなかなか訳しに

くいのですが──“連携する力”というようなものだと思い

ますが、これがビジネスの世界にも影響を与え、その形を

大きく変えてきました。IoTやAIの技術によって、さらに

それが加速するということです。

＋ 時代の教育の場

INIADは、AIとIoTの時代のための教育の場です。ここで

必須になるのが、「連携力」です。高い専門性を持ちながら、

チームを作って連携することができる基礎を作るための

「情報連携基盤教育」を、入学してすぐに行います。INIADは

「文・芸・理融合」を謳っていて、1年次は全員が同じカリキュ

ラムで学び、2年次からは四つのコースに分かれます。ここ

で、いろいろなコースの人たちが協力しあって問題解決する

ということを実践します。

しかし、同じ価値観の人たちが集まるだけでは不十分です。

新しい価値を生み出すためには、いろいろな価値観を持つ人

が集まる「多様性（ダイバーシティ）」が欠かせません。そこで

のセレンディピティがイノベーションを生む鍵になります。

“セレンディピティ”も日本語に訳しにくいのですが、“偶然

の幸運な出会いを活かす”ことです。ですから、学生構成

の比率は、日本人と外国からの人、男性と女性、新卒と社会

人が、それぞれ1：1となるのが理想と考えています。今の

ところ、外国からの学生は20パーセント弱、女性は30パー

セントぐらいなのですが、1：1に近づくよう努力している

ところです。

そしてINIADでは社会人の再教育を重視しています。今急速

に高まっているAIとIoT技術。従来の教育だけではついて

いけません。そのために企業の方々には、このINIADを再

教育機関と考えていただいて、ぜひ社員の方を学生として

送り込んでいただきたいと思っています。東洋大学を創設

した井上円了先生も晩年は生涯教育にとても力を入れていま

した。井上先生がこの東洋大学──当時は哲学館と言って

いましたが──を創立した明治という近代化の渦中にあった

激動の時代と同じように、現在はクラウド＋AI＋IoT技術に

よる激動の時代を迎えています。これが今、東洋大学に

INIADを開学することの意味です。
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のカリキュラム

INIADでのカリキュラムをご紹介しましょう（図）。1年生

のときにプログラミングとコミュニケーションを学びます。

普通であれば大学に入るとまず一般教養を履修します。大学

において一般教養はとても大切です。自分の専門とまったく

関係がないと思える分野を教養として学ぶことは、まさに

大学においてこそ実践すべきことだと思います。しかしだか

らといって、入学したばかりの1年生のときに教養科目を全

部押し込んでしまって、それから専門分野に進むというのは、

どうも違うのではないか。やはり高校から進学してきて、

まずは高校とは違うことからスタートさせるべきです。一般

教養は4年間かけて興味を持ったときに興味のある分野を

履修すべきというのが私の考えです。

したがって、入学したらまずは、このINIADが重視する連携

基盤教育──主には、プログラミングとコミュニケーション

をしっかり学んでもらいます。日本人の場合は英語、英語が

話せない外国人は日本語を学び、まずはお互いにコミュニ

ケーションを取れるようにします。また、単に語学力だけで

はなく、いろいろな実習を通してコミュニケーションする力

を育てます。

1

INIADの校舎は「I
イ ニ ア ド

NIAD H
ハ ブ

UB-1
ワン

」とよんでいます。総床面積

19,000平米のビルの中に、5,000個のIoTデバイスが取り付

けられています。建築外観設計は隈研吾さんにお願いしま

した。おかげさまで非常に表情豊かで印象に残る外観になり

ました。一方、建築設備やインテリアデザインも含めて、内

装は私が担当しました。たとえば椅子ですが、見た目よりも

座り心地を優先しています。足も組めるようにしていて長時

間座っても疲れない工夫をしています。

メディアセンターは従来の図書館に相当する施設です。

静かな学習空間だけでなく、コミュニケーションを促す学習

空間も提供しています。また、私が以前から実現したいと思っ

ていた紙の本のない図書館にもなっています。紙の本は将来

なくなるだろうと思っており、INIADでは先行的にそのこと

を実験しています。教室には黒板や白板もなく、すべてプロ

ジェクターに映して授業を進めます。映っている教材はクラ

ウドに入っていますから、学生はそれを共有できるように

なっています。また学内には紙の掲示板もありません。す

べての情報はパソコンやスマートフォンを使って入手でき

ます。また、校舎内の各所にデジタルサイネージ（電子掲示

大学院
（修士課程）

4年

3年

2年

1年

高校生

社会人

留学生

チーム実習

ビジネス
インキュベーション

データサイエンス

ビジネス
研究

デザイン
研究

デジタルデザイン

ユーザ
エクスペリエンス
デザイン

シビルシステム
研究

インフラサービス

クオリティオブ
ライフ

エンジニアリング
研究

コンピュータ
アーキテクチャ

コンピュータ
ネットワーク

コミュニケーション
（日本語／英語）

プログラミング

ビジネス
コース

デザイン
コース

エンジニアリング
コース

シビルシステム
コース

INIADのカリキュラム

● 文･芸･理融合
■ 四つのコース

● 連携力
■ チーム実習
■ 一年次で連携基盤教育

● 多様性
■ 多様な参加ができる体制
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板）が設置されていて、その日時や場所に最適な情報が選択

的に表示されるようになっています。

INIADでは、MOOCs（ムークス、Massive Open Online 

Courses）を使った反転型の教育を重視しています。学生は、

授業を受ける前に配信された動画で予習し、小テストを受け

ておきます。授業は小教室で行われ、教員から予習での理解

のフォローアップを受けたあとは、ディスカッションがメイン

になります。

INIADにはM
メ イ カ ー ズ

akers' H
ハ ブ

ubという施設があります。デジタル

工作のための3Dプリンタ、3Dスキャナ、レーザーカッター

などのデジタルファブリケーションのための機材や、ロジック

アナライザーやオシロスコープなど、電子工作のための計測

機器が完備されていて、学生がアイデアをすばやく形にでき

る環境が整っています。

INIAD HUB-1の校舎は、建物自体がIoTの教材になって

います。これを使って教室の部屋の照明を点けたり消した

りするプログラミングの演習をしています。プログラムで

照明制御APIを呼び出せば、実際に自分がいる教室の電灯

を点けたり消したりできます。これが建物全体がIoTの教材

であることの意味です。

照明制御APIとオープンになっている音声認識APIを組

み合わせて──つまりマッシュアップして、声で照明を制

御するという演習もあります。「照明を消してください」

と話しかけると自分がいる部屋の照明を消すことができ

ます。世界中で公開されているさまざまなAPIをマッシュ

アップして一つのシステムを作るというスキルは、これか

らとても重要になります。こうした演習も開学した2017

年4月から始めていて、すでに音声認識を自分が作ったシ

ステムに組み込むということをやっている学生が出てい

ます。

また、視覚障碍の方のためのビル制御のスマートフォン

アプリも開発しています。画面を指で上になぞる（スワイプ

する）と照明や鍵の状態を音声で教えてくれます。そしてダブ

ルタップすると、照明をON/OFFしたり、扉の鍵を開けたり

できます。

このようにINIAD HUB-1は、環境すべてがIoTの教材です。

そして、“プログラムをすれば自らの生活環境を広げること

ができる”──これが、今新入生にいちばん学んでほしい

姿勢です。

私は、TRONプロジェクトという組込みコンピュータの世界

で、38年前から技術情報をすべてフリーでオープンにする

ということを続けてきました。今や世界は、オープンになった

他人の成果を使って自分の成果を出し、それをまたオープン

にする──そうしたことを繰り返して発展しています。です

からINIADの学生には、このINIAD HUB-1の校舎を使い倒

して、自分たちの成果を世界中にオープンに発信してほしい。

INIADからイノベーションを起こし、INIADが世界で高い

評価を得て、ここで勉強したいという人が増えてほしいと

切に願っています。
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井上円了先生は、1858年（安政5年）に生まれ、29歳の

1887年（明治20年）に東洋大学の前身となる「哲学館」を

創設します。建学の精神は、「諸学の基礎は哲学にあり」。

そして井上先生は、「妖怪学」の創設者としても知られて

います。

明治の日本は、文明開化の影響で激動の時代でした。

だからこそ何かにすがりたい気持ちからか、妖怪とか幽

霊とか火の玉といった怪奇現象が大流行りになりました。

また狐狗狸という妖怪がお告げをしてくれる「こっくり

さん」という占いも流行り、お告げを信じた人が多くの悲劇

を引き起こしていました。井上先生は、こうしたいい加減

なことで物事が決まっていってしまうことを強く戒めて、

こうした現象の原理を科学的手法で解明し、公表すること

で社会不安を治めようとしました。

当時のこっくりさんは、フタと竹の足でできた不安定

なテーブルのようなものの上に、参加者が指を乗せてい

ました。こっくりさんに質問するとテーブルが傾きYesか

Noかを答えてくれるというものです。井上先生は、大量

のデータ収集により参加者の性格との強い関係を割り出

しました。物事を疑わず信じやすい傾向の人がグループに

いると現象を引き起こすことがわかったのです。また、

複数人で同じテーブルに指を置くという慣れない行為は、

意識しないのに筋肉が動く「不覚筋動」を誘発しやすいと

いう仮説を立てました。そして、誰もが答えを知っている

質問と答えを知らない質問を比較すると、参加者が答えを

知っている質問がよく当たるという結果が出ました。こう

したことから、井上先生は、こっくりさんは、単に参加者

の潜在意識が不覚筋動を誘発しているに過ぎないという

結論を導くのです。

この時代の哲学というのは正に科学でした。科学的な分

析で大量の調査やデータ収集をもとに分析を行って仮説

を考え、それを実験で確かめたのです。哲学は人生や世界

の根本理念を考える学問なのですが、どうしてそうなる

のかということを解明して納得しないといけない。証拠

が必要になります。井上先生の近代哲学の姿勢は徹底し

ていて、先験的な真理を鵜呑みにせず、まず自分で考え

ることが大事だと説きました。そして、明治の日本に必

要なのは一人ひとりが自分で考える精神を育む「心の

近代化」だと訴え、生涯にわたってそのための活動を続け

ました。

しかし、井上先生が44歳のときに哲学館事件が起こり

ます。ある生徒の卒業試験の倫理学の答の「動機が善なら、

主君や親を殺すのも悪とは限らない」を良しとした。それ

を当時の政府が「危険教育」と問題視したのです。それに

対して、井上先生は何より ｢生徒が自分の頭で考える｣ と

いう原則を守ろうとした。その結果、国と対立し、学校を

守るために自ら身を引くことになってしまうのです。

この哲学館事件がきっかけとなり、哲学館が東洋大学に

なったころには井上先生と本学との関係がなくなってし

まっていたのは、非常に残念だったと思います。教育者と

しては当時イギリスで始まった生涯学習へと転身していき

ました。生涯教育の場として井上先生が作ったのが東京都

中野区にある哲学堂です。また、自分の考えを広めるた

めに、14年間に5,400回も講演を行いました。そして満州

で講演中に倒れて帰らぬ人になったのは、1919年（大正8年）

61歳のときでした。

組織の記憶
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この赤羽台キャンパスのある土地の歴史を振り返ってみ

ます。このキャンパスは、東京都北区・赤羽台団地の北側

にあります。米軍が持っていた土地が日本住宅公団──今

のUR都市機構に払い下げられたのが1959年のことでした。

そしてそこに建てられたのが、東京23区初となる1,000戸

を超える赤羽台団地で、1963年から入居が始まりました。

設計したのは津端修一さんという

著名な建築家で、当時はまだ日本

住宅公団に勤めていました。徹底

した歩車分離や電線の地中化、そ

して1階をスーパーマーケットに

するなど、いろいろな先進的な試

みが行われ、その後の日本の団地

設計を方向づける重要な建築物と

なります。その後老朽化が進んで

きたため、UR都市機構は2000年

から「ヌーヴェル赤羽台」という

新しい名称の高層の団地に順次

建て替えを進めています。高層化

が進み土地が余ったので、この新キャンパスの周辺を東洋

大学が入手しました。

INIADの校舎が建っているところには北区の赤羽台中

学校がありました。そこを東洋大学が取得して、元は井上

先生が開校した中学校、高校の新校舎が白山にできるま

での仮校舎として旧赤羽台中学校が使われていました。

その新校舎が完成した2015年に京北中学高等学校として

移転し、その跡地に建てたのがこの赤羽台キャンパスです。

赤羽台団地にはこのように60年近くの古い歴史があり

ます。

土地の記憶

7INIAD GUIDEBOOK 2O18



東洋大学といえば東京都文京区の白山キャンパス
が有名ですが・・・

「情報連携学部」はまったく新しい学部であり、場所も

白山キャンパスではありません。以前UR都市機構の団地が

あった東京都北区赤羽台に、学部の１学年400人、大学院

が１学年20人、それに教職員・スタッフあわせて2,000人

弱を収容できる新しい建物を建て、2017年の4月1日から

オペレーションを開始しました。建築の総合プロデュースを

私が行い、外観デザインは新国立競技場の設計などで著名な

隈研吾さんにお願いしました。

「 」とは

INIAD ─これはイニアドと読みますが Information 

Networking for Innovation and Designの略です。INIADは、

ネットワーク時代に対応した、新しいイノベーションを起こ

せる人間を創出することを目的として創設された学部です。

文・芸・理の融合とは

現在、新たな情報の時代が到来して、学問においても従来

の文系や理系という考え方で分けるのが難しい中間領域が多

く生まれています。そして、そこがイノベーションの主体に

なっています。

たとえば最近ビジネスの分野で、フィンテック（FinTech） 注1）

というものが大変話題になっていますね。これは「ファイナ

ンス」と「テクノロジー」を融合させた新しい造語です。

コンピュータネットワークやインターネットを駆使した、新

しい金融の考え方を打ち出しているものです。その範囲には

当然電子マネーとかビットコインのようなものも含まれます。

このような新しい技術が登場することにより、経済学なども

これまでとはまったく違った新しいモデルを創ることが期待

されているわけです。

ビジネスの世界ではシェアリングエコノミーが世界的にも

注目されていて、たとえば運輸業ではウーバー（Uber）注2）が

タクシーのあり方をまったく新たなものに変えようとしていま

す。今、世界はものすごく大きな変化の渦中にあるといえます。

従来の学問分野はネット社会誕生以前に作られたものです

「イノベーションを起こせる
 人材を育成する」

坂村健INIAD学部長はどのような考えで

この新しい組織を展開させるのか？
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ので、これだけではこれらをカバーできません。今こそ新た

な学問の体系を打ち立てることが必要ではないのか、という

ところから始めたのがINIADです。コンピュータサイエンス

やエンジニアリングがその中核となるのはもちろんですが、

その中にビジネスやデザイン、そしてシビルエンジニアリング

といったイノベーションに関わりの深い分野を含め、それら

を再構築して新たな学部を創りたいと思ったのです。

新しい時代の「デザイン」とは

デザインというのは、私は非常に重要だと思っています。

工業デザインに関して、現在では3Dプリンタ注3）の登場に

より、昔とはまったく違った方法で物を作ることができ、

ネットワーク時代の製品開発はますます容易になっています。

デザインの良し悪しが成功、失敗を決定することすらあり

ます。考えているものを制約なく形にすることができる今、

デザインとは何かを再考する必要がでてきています。

また、今いろいろなユーザインタフェースがスマートフォ

ンなどに集約されるようになってきました。単に画面操作

だけでなく、音声認識、位置認識、モーション検出などさま

ざまな技術を駆使して、よりよいユーザエクスペリエンス

（UX: User Experience）注4）を作り上げるという考えになって

います。従来のコンピュータのユーザインタフェースの

考え方とは大きく変わってきている。新しい時代のための

注1）  フィンテック（FinTech、Financial Technology）
 金融（Finance）と技術（Technology）を組合せた造語。インターネット、セキュリティ、ビッグデータ、人工知能（AI）などの技術を活用した、金融、決済、財務などの

新しいサービスを指す。
注2）  ウーバー（Uber）
 米国の自動車配車サービスの会社で、世界の450都市以上で展開している。アプリを使って自動車を呼び出し、登録されたクレジットカードから決済される。ドライバー

と乗客がお互いに相手を5点満点で評価する。一般の人が自家用車を使って利用者を運ぶ形態もあり、各国での法規制に触れたり、タクシー業界から反発されたりする
問題も出ている。

注3）  3Dプリンタ（スリーディー プリンタ）
 3次元データを元に樹脂などを加工して立体物を造形する装置。モックアップ、製品試作、量産の型に利用されたり、医療分野では義足や人工骨にも利用されたりする。

低価格化が進み、低コストで短期間に立体物を作成できるようになった。
注4）  ユーザエクスペリエンス（UX、User Experience）
 利用者が製品、サービスを利用したときに感じる体験の総称。単なる使い勝手や使いやすさだけでなく、利用した際の印象や満足度なども含めた広い概念。
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新しいデザインを生み出していかなければなりません。

データサイエンス注5）という新しい学問が登場しています。

IoT時代の現在、リアルで着実なデータが大量に集まってき

ます。人間の経験と勘で動かしてきたこれまでのビジネスと

は異なり、IoTやオープンデータの技術を使いデータを収集

し、それを、人工知能や機械学習といった技術を使いコン

ピュータに解析させる。こういうものを総称したデータサイ

エンスが生まれており、新しいイノベーションが起こせるよ

うになっているのです。

シビルエンジニアリング（ ）も
進化する

シビルエンジニアリングというのは日本語に訳すと都市

工学でしょうか。従来は都市工学というと、主にインフラを

つくることがベースでした。都市や街をつくるときに、道路

や上下水道をどう引くかということはもちろん今でも重要で

す。しかし、先進国でそういうものが当たり前になってくる

と、次に重要になってくるのはクオリティオブライフ（QOL: 

Quality of Life）注6）です。コミュニティをどう形成するのか、

少子高齢社会にどう対応していくのか、または今日本で問題

になっている、都市と地方の格差をどのように解消するのか。

従来はトピック程度に扱っていた課題を、これからは前面に

打ち出して解決していこうということです。

新しいコンピュータサイエンスの時代

コンピュータサイエンスに関しては私が専門としている

分野ですが、もう間違いなく大きく変わっています。ご存知

のとおり、大型コンピュータにバッチ処理の時代からタイム

シェアリングシステム注7）の時代、パーソナルコンピュータ

の時代、そしてネットの時代、クラウドコンピュータの時代

になってきています。ネットの時代では、クラウドとエッジ

で処理をどのように分担させるかといった研究が必要になり

ます。ネットワークのプロトコルに関しても、これまでの

TCP/IPという時代から、センサーがつながったときの軽い

データの場合と映像などの重いストリーミングデータの場合

とでは使うプロトコルを変えようといった、次世代インター

ネットのための新しい研究も出てきています。

また、これからのIoTの時代では、従来の情報処理の技術
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と組込み技術が融合するという時代になります。このIoTの

時代に対応できる情報処理教育を実践している大学は少ない。

このように、学問の枠組みそのものが大きく変化するという

時代に、従来の教育システムのままではなく、その変化に対

して新たな挑戦をしようとするのがINIADなのです。

のカリキュラムは

大学は入学すると、一般教養を1年次から学び、それから

専門分野に進むのが普通です。一般教養はもちろん重要です

が、1年次は一般教養を学び、それから専門分野という流れは、

私は違うのではないかと思っています。INIADでは、一般教養

は4年間に各自学びたいところで学んでくれればいいとして

います。逆に1年次全員に分野を問わず、プログラミングを

中心としたコンピュータサイエンスの教育を受けてもらうこ

とになっています。

これは大きな違いで、このINIADが創設されて何年か経っ

たときに、この大学を出た人と他の大学を出た人に明らかな

差がついているということを示したいのです。一刻も早く新

しい考え方を身につけるため、すべてにおいてコンピュータ

を使用し、すべての学問の習得に最大限活用します。

新しい の校舎̶ 1

原型になったのは、ダイワハウスから私が寄贈を受けて

東京大学に作ったダイワユビキタス学術研究館です。ビルを

構成しているすべてのものがネットワークに接続されてい

て、それをAPI（Application Program Interface）を使って許

可された範囲で制御することができます。そのアクセスコン

トロールのメカニズムを強力なアーキテクチャが支えて

注5）  データサイエンス（Data Science）
 データ解析の全般を取り扱う分野として従来から研究されている分野。近年、大量データを収集・処理・解析する技術（ビッグデータ、人工知能）の発展によりビジネス

や行政など広い範囲での活用が期待されている。
注 6）  クオリティオブライフ（Quality of Life）
 物質的な豊かさだけでなく、精神面まで含めた生活全体の豊かさや質のこと。
注 7）   タイムシェアリングシステム（Time Sharing System、TSS）
 1 台のコンピュータをユーザ単位に時分割で共有し、複数ユーザで同時にコンピュータを利用するシステム。現在では見られない運用方法。
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います。私が今デザインしているIoT-A
ア グ リ ゲ ー タ ー

ggregatorを中心と

したAggregate Computingモデル。この思想に基づく次世

代のインテリジェントビルです。

まさに変貌するビルで、各自でプログラムすることにより

自分たちがだんだんと快適になっていくような空間なのです。

目的に合うように機能が変化するビルディング。学生には

そういう新しい体験の中から、新しいビジネスに対する発想

を身につけてほしいと思っています。

プログラミングの教育以外に大事なものは

これはもう間違いなくコミュニケーションです。この学部

では2年次から専門分野、ビジネス、デザイン、エンジニア

リング、シビルシステムのコースに分かれるのですが、学部

の名前が情報連携学部ということからわかるように、いろい

ろな専門分野をもった学生たちが、3年次に仮想的に社会に

出たときのように協力しあい、モノやサービスを作るという

実習があります。連携による共同作業。連携して専門分野が

違う人といろいろなことを進めていくためには、コミュニ

ケーションスキルが必要です。

INIADの学生は半分男性なら半分女性にしたい。半分日本

人ならもう半分は外国人にしたい、半分は高校を卒業して

入ってくる人なら、もう半分は社会人にしたい。そういう

ミクスチャーの中でコミュニケーションをうまくとり連携す

ることによって新しいものが生まれると私は思っています。

そのためには自分と異なる人々とコミュニケーションを

とれるいろいろな能力が必要になります。日本語はもちろん

英語も重要ですね。プレゼンテーション、自分の考えを他の

人々にわかってもらう技能を磨く必要もあります。INIADで

はそのための多くの実習が用意されています。

を卒業する学生たちに期待すること

INIADを卒業する人たちに勧めているのが起業です。それ

を支援するために、起業のための組織、しくみを積極的に作

ろうとしています。もちろん従来の企業や官庁に就職するこ

とに反対するわけではありませんし、それら従来の組織に

入ってもINIADで学んだ新しいことを切り開いていくという

根性を発揮してもらいたいと思っています。
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外との連携

日本を含めた世界中の大学と連携していこうと思ってい

ます。たとえばすでに2017年度から、東京大学、名古屋大学、

横浜国立大学、名城大学とともに、IoTなど新しい情報通信

技術を社会人に教える文科省のenPit-Proプロジェクトなど

が始まっています。また、世界中の企業との共同研究も始まっ

ており、このIoT時代に対応するための新しい組織づくりの

渦中にあります。期待していただきたいと思います。

社会人の再教育にはとても興味を持っているので、現役の

エンジニアの方をはじめ新しい時代の新しい力をつけるため

学び直したいという社会人の方たちも大歓迎です。入学試験

の方法についてもいろいろあり、それに関してはウェブ

（http://www.iniad.org/）に掲載されているのでご覧ください。
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デジタルサイネージ

INIADでは紙をなくすという方針により、教室内の黒板や

白板がないだけでなく、紙を貼るための掲示板もない。その

ためINIAD HUB-1の各所にはデジタルサイネージが多数設置

されている（図1）。もちろん情報はスマートフォンやパソ

コンから得ることもできるが、情報を周知するにはデジタル

サイネージが効果的である。主要なデジタルサイネージは55

インチのタッチパネルディスプレイ。掲示は短時間でどんど

ん流れていくが、タッチすると止まり、自分に必要な情報を

見つけて、その場で読んだり、自分のスマートフォンなどに

取り込んだりできるようになっている。このほか壁に投影す

るプロジェクターも多数配置され、INIADの中で情報発信が

簡単にできる。 1

 HUB-1
東洋大学情報連携学部INIADの校舎──I

イ ニ ア ド

NIAD H
ハ ブ

UB-1
ワン

は、

最先端のIoTビルディングである。
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インテリジェントロッカー

インテリジェントロッカーの表面には名札がなく、パネル

が並んだシンプルなデザインになっている（図2）。このパネル、

つまりロッカーの扉1枚1枚は、IoT制御によって開けること

ができる。カードリーダーに登録済のICカードをかざすと、

自分のロッカーの扉が開く。IoT制御になっているので、

スマートフォンから開けることもできる。ICカードはいわゆ

る交通系ICカード。電車の定期券がロッカーの鍵となる。

インテリジェントロッカーは、学生用の教材にもなっている。

プログラミングによりスマートフォンや電子カードに扉を

紐付け、はじめて自分のロッカーが使えるようになる。学習

が進めば工夫次第で、たとえば許可を与えた友人に電子鍵を

メールで送り一度だけ扉を開けることを許可するというよう

なこともできる。 2

メディアセンター ～本のない図書館

メディアセンターは、INIADにおける図書館に相当する施設

である（図3）。ただし普通の図書館と異なるのは紙の本が1冊

もないこと。これはINIADがペーパーレス環境の実現を目指し

ているから。ではどのように学生は図書館を利用するのだろ

うか。INIADではさまざまな分野にまたがる電子書籍や電子

ジャーナルと契約している。INIADアクセスコントロールによ

り許可された学生や教職員は、持参したノートPCやメディア

センターに設置されているタブレットなどで電子ブックを閲

覧することができる。

INIADの学生の中には、初めてコンピュータを本格的に利用

する学生もいるので、メディアセンターにはコンピュータの

相談窓口であるヘルプデスクがあり、学生は開室時間内にイン

ターネットに接続する方法などをいつでも相談することがで

きる。また、メディアセンター内には自習スペースが豊富に

用意され、電源も用意されているので、学生はここで自分の

コンピュータを利用して授業の予習や復習を行うことができる。

さらに、プレゼンテーションや展示などに役立てることが

できる曲面スクリーンも配置されている（図4）。この曲面スク

リーンには、スティッチングとよばれる技術によって3個の

プロジェクターの映像をシームレスに合成して1枚の画面とし

て投影することができる。

図4はこの曲面スクリーンの使い方の例。東洋大学の創設

者であり、妖怪研究の専門家でもある井上円了先生のコレク

ションの一つ、妖怪の絵巻物を投影したもの。実物は貴重品

であり、実際に絵巻物を開いて鑑賞することは難しいが、この

展示のように絵巻物を電子化し、曲面スクリーンを活用して

実物には手を触れることなく鑑賞することができる。

3

4

15INIAD GUIDEBOOK 2O18



机と椅子

INIADの学生は、ノートPC持参で授業に臨む。持ち運びに適し

た最近のノートPCは薄く、キーボードに傾斜はほとんどない。ま

たPCを机の上に置くと、その画面は机の面の近くに位置するため、

図7のように、画面をのぞき込むように背を丸めた姿勢になって

しまう。人の頭の重量は体重の約10%程度あり、60kgの体重の人

でおよそ6kgである。つまり、2リットルのペットボトル3本分も

の重量がある。これを支えるのだから、前かがみの姿勢では首や

背骨への負担が大きいことは明らかだ。

図9の机と椅子は、一見教室用の普通のものに見えるが、この問

題を解決するために坂村健INIAD学部長がデザインしたIoT時代の机

である。机の先に磁石でつけた木製の枕が付属している。この枕を

机の上に出してノートPCを載せると、PCは自然に傾斜する（図10）。

キーボードは約10度の傾斜になり、画面が上がる。また腕の角度

が110度くらいの自然な形になるので、頭が上がり図8のように姿

勢がまっすぐになる。これにより体への負担は大幅に軽減される。

椅子の背には、ランバーサポート（腰椎を支持する固めのクッ

ション）がついていて、背にもたれることにより腰への負担が軽減

されるようになっている。また、椅子の座面は前側が下がるように

2度傾斜させてあり、膝裏への負担を減らせるようになっている。

ビル全体がIoT教材

INIAD HUB-1では、センサー、照明、空調、ロッカー、

エレベーターなどさまざまな設備がクラウドに直結さ

れていて、APIを通じて操作できる。そしてINIADでは

少人数制授業の特徴も生かしこのAPIを使った授業を

積極的に展開している。

たとえば、「照明のFULL（明るい）／ DIM（薄暗い）／

OFF（消灯）を繰り返すプログラムを書く」といった

課題を出したとしよう。学生はINIADのAPIを使って、

プログラムを書いてみる。そして教室のプロジェクター

を使って、個々の学生の画面を映し出しAPIをすぐさ

ま実行し、発表するといった具合だ。

さらにINIADのAPIとさまざまな外部サービスのAPI

をマッシュアップして、より高度なアプリケーション

開発に取り組むことを教わる。たとえば、「照明を点け

てください」「照明を消してください」といった音声で

部屋の照明を制御するプログラムは、Googleなどが提

供する音声認識サービスのAPIとINIADのAPIのマッシュ

アップで実現できる。

このようにINIADの学生たちは、オープンAPIの考え

方に沿って、IoT時代に必要な知識を身につけていく。

5

6

7 8

109
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AR技術を使ったナビゲーション

INIAD HUB-1はそれ全体がIoTのテストベッドであり、設備

を利用したさまざまなアプリケーションシステムを実空間に

作りあげることが可能だ。その一つの応用例が、AR技術を

用いたナビゲーションシステムである。AR（Augmented 

Reality）とは、人間が知覚する現実空間に対しさまざまな

情報を付加したり強調したりすることで、現実空間を拡張し

て見せる技術の総称である。有名な例としては『Pokémon 

GO』があげられる。

INIAD HUB-1 の各部屋に付いている表札（部屋番号

プレート）は、認識やトラッキングを行いやすいデザイン

になっており、AR応用に適した設計になっている。この

表札をスマートフォンのカメラで読み取り、コンピュータ

に認識させることで、現在自分がどこにいるか、どちらの

方向を向いているかを確認できる。

この技術を用いると、部屋までの道案内（ナビゲーション）

を行うことができる。招待状を受け取った来訪者が、たと

えば5Fで「5F」と書かれたARマーカーを読み取るとしよう

（図11）。そうすると、自分が招待されている目的の部屋への

案内図と方向を示す矢印が、現実空間を映すカメラ映像に

オーバーレイ表示される。これは、各部屋の表札や地図の

記号がARマーカーの形式となっているから実現できるこ

とだ。

さらにそこから、オーバーレイ表示された地図をタップし、

ナビゲーションを開始すると、矢印が現実空間の壁や床に

現れる（図12）。目的地には、地図アプリで見られるような

ピンが立つ（図13）。これらの矢印やピンはスマートフォン

の中ではなく現実空間上にプロジェクターで投影されるも

のだ。一般的なARが画面内の現実空間を拡張するものだっ

たのに対し、これらを利用すれば現実空間そのものを拡張

できるのが特長だ。従来のナビゲーションアプリで目的地に

たどり着けなかった人も、床に表示された矢印に沿って歩け

ば迷うことはないだろう。

11
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INIAD Makers' Hub （メイカーズハブ）

INIAD Makers' Hubは、INIADの学生や教員がコンピュータ

を使ったものづくりをするためのスペースである。コン

ピュータを使ったものづくりは一般にデジタルファブリケー

ションとよばれており、3Dプリンタ注1）やレーザー加工機注2）

などを利用したものづくりが世界的に新たな潮流となりつ

つある。INIADでは、3Dプリンタ、レーザー加工機、3D

スキャナ注3）などデジタルファブリケーションのための機材

を複数導入している（図14 ～ 16）。またコンピュータ系学部

として必須である高精度なテスターやオシロスコープ、ネット

ワークアナライザーなどの計測機器や、電動ドリル、はん

注1） 3Dプリンタ: 3D CADなどを利用してコンピュータ内で作成した3Dモデルデータに基づき、樹脂などを薄く積層することによって三次元形状を造形する装置。主に製品設
計時に使用され、従来であれば金型を起こす必要があったものが3Dプリンタから出力できるようになり、これによりものづくりにおいてラピッドプロトタイピング（高速
試作）が可能となった。

注2） レーザー加工機: 高出力レーザーによって切断、穴あけ、彫刻を行うことができる装置。刃物による切削加工の代わりにレーザーを使用することで、PC上で作図した二次
元CADデータから直接加工を行うことができるので、複雑な形状、模様を加工することを短時間に行うことができる。

注3） 3Dスキャナ: 立体物の形状を三次元で読み取り、データとして保存するための入力装置。用途としては、生産物とCADデータとの差異を比較するための検査測定、現物をデー
タ化し解析を行うリバースエンジニアリング、資料価値の高い文化財の電子化などがあげられる。

だごてなど、ものづくりに関するさまざまな機材を取りそろ

えている。

東洋大学の創設者である井上円了先生が利用していた

陶器製のドクロ型筆立ての実物を、INIAD Makers' Hubの機材

を活用して複製品を製作した例を示す（図17）。実物の筆立て

は貴重品であるが、デジタルファブリケーションを活用する

ことによって、たとえば目の見えない方も複製品を触って

筆立ての形状を理解できるなど、博物館のバリアフリー化の

実現にも貢献できる。

14 15
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赤羽台キャンパス周辺の建築模型

INIAD HUB-1が建つ場所は、1964年から

2006年までの42年間、北区立赤羽台中

学校として利用されていた。その土地を

東洋大学が取得し、2011年4月から4年間、

東洋大学の併設校である京北中学校、京北

高等学校、白山高等学校の仮校舎として

利用した。そして、2015年4月から2年を

経て2017年4月、この学校跡地と赤羽台

団地の敷地の一部をつなげた土地に、東洋

大学情報連携学部のための赤羽台キャン

パスがオープンした。

UR都市機構が赤羽台団地の建替事業を

わかりやすく説明するために制作した建築

模型がある（図18、19）。2000年から始まっ

た赤羽台団地を建て替えるという大事業も

完成期に差し掛かっている。模型は、成長

する赤羽台団地の途中過程が把握できるよ

うに、入れ替え可能な17個のブロック構造

から成っており、工期の進行にあわせて

作り変えられるように工夫されている。

そこで2017年4月のINIAD開学にあわせ、

INIAD HUB-1の建物模型を制作し、旧校舎

の模型と入れ替えた。具体的には、土地

輪郭の3Dデータを得るために旧校舎の部分

を3Dスキャンし、これにINIAD HUB-1の

CADデータを組み合わせて3Dデータ化し、

3Dプリントしてできあがった模型をはめ込

んだ（図20）。3Dプリントには、積層ピッチ

15µmの高精細な造形が可能なキーエンス

社AGILISTA-3200を使用した。

18

19

20

19INIAD GUIDEBOOK 2O18



クラウドとは

「クラウド」って聞いたことありますか？　まずはクラウド

とは何だろう？という話です。今インターネットは世界中で

使われています。そしてインターネットにはたくさんのコン

ピュータがつながっています。

この東洋大学情報連携学部─INIADの建物は世界最先端の

IoT（Internet of Things）ビルです。電灯や空調やエレベー

ターなどあらゆるものがネットワークにつながっています。

つながっているのだけど、どこにどうやってつながっている

のかわからないですよね？　どうなっているかよくわからな

いけど、とにかく使える。コンピュータのインターネットを

絵で描くとこうやってふにゃふにゃと書きます（図1）。実は

ふにゃふにゃと描くのがクラウド。空にある雲みたいな形

です。クラウドは雲という意味です。ネットの向こうのコン

ピュータのパワーはすごいです。どんなことができるかとい

うと、たくさんの情報の中から必要なものを探してくれる、

自分の写真データをいくらでも取っておいてくれる──

Googleフォトなんてそうですよね。いくらでも写真がアップ

できます。自分のパソコンの中に全部入れるとすぐにいっぱ

いになってしまいます──、ほかの人にメッセージを届けて

くれる、明日の天気を教えてくれる、レストランの予約がで

きる、映画のチケットを取ってくれる、欲しいものを届けて

くれる、映画を見たり、音楽を聴いたりできる。もっとたく

さんあって、実はもっといろいろなことにいろいろな人が

使っています。

こうしてクラウドは、どこにあるかわからないけれど、

いろいろな便利な機能を提供してくれるわけです。たとえば、

皆さんがスマートフォンで検索するときはネットの向こうの

コンピュータのパワーを使っています。どこにあるかわから

ないけれど、実は雲の向こう側には多くの大きなコンピュー

タがあってそのコンピュータがいろいろなものを組み合わせ

ていろいろなことをやってくれて、答えを届けてくれるわけ

です。細かいことはわからない。でも使える。どこにある

どんなコンピュータが答えてくれたのでしょう。アメリカに

あるコンピュータかもしれない、日本にあるコンピュータか

「中高生のためのクラウド人工知能入門」（2017年3月30日 東洋大学赤羽台キャンパス　主催： INIAD cHUB）より
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 造る未来
 プログラミングで論理力を身につけ、武器にする。

 坂村 健（東洋大学情報連携学部 INIAD 学部長）
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もしれない。100台のコンピュータが協力して答えてくれた

のかもしれない、1台だけかもしれない。こんなふうにわか

らないのがクラウドの良いところなのです（図2）。

コンピュータを専門としている私でも、どこから情報が

来ているのかわかりません。クラウドコンピュータというの

はそのときそのときに応じて最適なコンピュータパワーが雲

から来るからです。これまでは、コンピュータを作った人は

全部動作がわかっていたのですが、最近のネットワーク環境で

は、どこで何が動いているのかわからなくなってきています。

昔は、コンピュータを使うことがとても大変でした。私は

2017年4月から東洋大学の情報連携学部─INIADという新

しい学部の学部長を務めていますが、それまで38年間東京

大学にいました。38年前というのはまだコンピュータを動

かすだけでも大変な時代。ものすごくお金がかかって──今

皆さんが使っているパソコンがありますよね。それよりも

能力がないくせに、大きな部屋──計算機室を専有する大型

計算機というものは10億円くらいしていました。当時の

大型計算機は大量の熱を発生するので冷やすのに強力な空調

設備が必要となり電気代がとてもかかった。それに1日1回

以上壊れるので、技術者が常について面倒をみていないとい

けなかった（笑）。

しかし今ならクラウドです。コンピュータのパワーが必要

なときに必要な分だけ使え、かかるお金も使った分だけです。

無料で使えるサービスもたくさんある。そして、このクラウド

はただ使うだけでなく、プログラミングができるともっと

おもしろくなります。皆さんプログラミングをやっていま

すか？　やってない？　でも、やってみたいから私の話を聞

きにきたのですね（笑）。

いつからプログラミングを学ぶのか

コンピュータの教育分野は、三つあります。今でも高校生

は「情報」という科目が必修になっていますが、この科目では、

まずIT（インフォメーションテクノロジー）といって効率的な

ウェブ検索の仕方やソフトウェアの操作方法など、主に使い

方を教えます。また、DL（デジタルリテラシー）といってコン

ピュータの安全な使い方、プライバシー、マナー、セキュリティ

などのリテラシーを主に教えます。3番目のCS（コンピュータ

サイエンス）には、コンピュータの原理、アルゴリズム、そし

てプログラミングが含まれます。これをあまり高校生はやっ

ていない。実は2020年から、小学校から

プログラミングの科目が入ります。今すでに

小学校を終えてしまった方々。INIADに来れ

ばきちんと勉強できます。小学生が6年間で

学んだことは、高校を卒業した人だったら

1か月もあればわかります。しかし小学生の

やっていることは早く理解できるといっても、

最初からきちんとやらないとだめです。小学

1年生のもので一部わかったからといって

飛ばすのではなく、一つずつ勉強していく必

要がある。でもそうすれば必ず追いつけます。

今までの日本のコンピュータ教育はさっき1

2
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お話ししたITとDLばかりでした。しかし

世界は、どんどんプログラミング教育重視

になってきています。日本では今ごろになっ

て、ようやく始まるのですが、世界は進ん

でいます。最初にプログラミング教育を

始めたのはイスラエルです。イスラエルは

2000年から高校でプログラミングが必修で

す。もう文系だろうと理系だろうと関係あ

りません。英国は2014年から小学校で義務

教育化しています。そのほかの国もどんど

んプログラミングを義務教育化しています。

ときどき、“数学で十分だ”とか“プログラ

ミングを勉強するのは高校からでいい。まずは国語力だ”な

どと言う人がいますが、それはまったく違います。まず、

数学とコンピュータは違うということです。また、私は国語

が重要ではないとは言っていません。国語を学ばなかったら

プログラミングの本だって読めません。人間にとって必要な

ものが学問で、いろいろな学問があるわけですから、どっち

が良いとかどっちが悪いとかはありません。国語とプログラ

ミングを比較すること自体、意味がないのです。

チャレンジできる人を育てる

こうして、いろいろな国で小学校や中学校からプログラミング

を勉強するようになっています。しかし、意外と思われるかもし

れませんが、プログラミング教育でプログラミングの専門家を

育てようとしているのではありません。そうではなく、これから

の世界でチャレンジできる人を育てたいという目標のために行っ

ているのです。なぜなら、これからの時代に世界でチャレンジ

できるのは、プログラミングを自分の専門に活かせる人だから

です。プログラミングの専門家ではないのです（図3、図4）。

例をお話ししましょう。オランダの農業はEUに加盟した途

端にうまくいかなくなってしまった。なぜだと思いますか？

　オランダはヨーロッパの中でもかなり北のほうにあって、

農作物を作るのは大変です。イタリアやスペインなど暖かい国

のほうが農作物の育成に有利です。そうした国々の安い野菜が

流通してしまいオランダの農作物が苦戦してしまいました。

そこで何をしたかというと、まずは、農地を統合して広く

した。温室がびっくりするぐらい広い。さらに、農家の人が

自分でプログラミングを勉強して、温度、湿度、水の量など

を検出して、窓の開け閉めや水やりなどをコンピュータ制御

するスマート農場をつくったのです。

その結果、ヨーロッパはおろか世界第2位の農業大国とな

りました。しかもこのコンピュータシステムを作ったのは

コンピュータ会社でなく農家の人です。今このシステムを世

界に出そうとしています。そのくらい農業を変えたのです。

何を言いたいかというと農家の人たちは自分たちがやりたい

ことをコンピュータで実現したということです。プログラミ

ングは、情報社会においては「読み書き算数」と同じです。

すべての分野で求められる力です。専門プログラマを養成する

のではなく、新たな基礎学力としてのプログラミングを教える

時代が来ているということです。3

4
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プログラミングの力

昔はコンピュータのプログラムを書くときに、最初から全

部自分で作らないといけませんでした。まずハードウェアを

作り、そこで動かすプログラムも一からすべて自分で作る必

要がありました。ところが、今の時代は全部自分でやる必要

はありません。

たとえば、日本にはいくつの美術館があるか数を調べなさ

い、と言われたらどうしますか？　まずインターネットで検

索しますよね。そうすると、観光情報を収得するための「公共

クラウドシステム」というサイトが見つかります。今、日本

政府は、オープンデータといっていろいろな公共情報を集

めて、それを検索したり加工したりできるようにすること

を進めていて、こういうサイトもすぐに見つかります。

そうすると日本のすべての観光施設のデータを得られるの

ですが、調べてみると全部で21,069件あるのです。ダウン

ロードするとCSV（Comma Separated Value :カンマで区切ら

れた表）ファイルの総行数は554,120行です。一つの施設に

関するデータが複数行に分かれて記載されているためこのよ

うになっていますが、そこから美術館だけを探してカウント

するにはどうすればよいのでしょう。手で数えると、一施設

を3秒で処理できても17時間半もかかります。カウント

ミスがないか確かめることを考えると、どれだけ時間が必要

かわかりませんね。

そこで、プログラミングができるとどうなるでしょう。

CSVファイルを処理するプログラムを10行ほど書くと、10秒

で答えが出てきます──どうです？　これでプログラムを勉

強する気になったでしょう（笑）。このプログラミング言語

はP
パ イ ソ ン

ythonといって、INIADでは1年生のときに全員が勉強

します（図5）。

クラウドを使うとプログラムすら不要

しかし今は、実はプログラムすら不要です。データをパソ

コンにダウンロードしなくても、強力なデータベースがクラ

ウドの中に入っていて、URL型のコマンドをたった1行書く

だけで結果を得ることができます。URLの形式でクラウドに

仕事を頼むと答えが返ってくる方式を ｢R
レ ス ト フ ル

ESTful API｣ といい

ます。コンピュータを知っているという大人がいても、最近の

コンピュータを勉強していないかもしれません。そうしたら

｢RESTful｣ という言葉を知っていますかと聞いてみたほう

がいい。もし知らなかったら、その人に聞いても無駄だと

思ってください（笑）。

自分のプログラムの中でほかのシステムの機能を使うやり

方を「マッシュアップ」といいます。自分のシステムの中で、

ほかの人が作った良いプログラムを使うのが最近のやり方

です。だから全部を自分で書くわけではありません。INIAD

では最初はまず全部書く方法を教えます。全部書くことがで

きないとコンピュータを勉強したということになりませんか

らね。そのあとRESTful APIを使ったマッシュアップの方法

を教えます。

人工知能が注目されている理由

続いて、もう一つのテーマである人工知能についてお話し

しましょう。「人工知能」というのは、コンピュータを使っ

て人間のように推論したり学習したりすることです。

これはBoston Dynamicsというアメリカの会社が作った

ロボットです（図6）。日本は癒し系のロボットが多いですが、

アメリカは違います。ロボットに岩のような悪路を二足歩行

で歩かせたり、物を運ばせたりするための研究をしていて

実用化を目指しています。ここにも人工知能研究の最新の

import csv

import codecs

import pprint

import time

print("日本にある美術館の数を集計します\n")
start_time= time.time()

facility_data = {}

with codecs.open('kanko_all.csv', 'r', 'utf-8') as f:    
    reader= csv.reader(f)

    for row in reader:

        if row[1]=='genres[0]' and row[2]=='S':

            if not row[9] in facility_data:
                facility_data[row[9]] = 0

            facility_data[row[9]] += 1

print ('{{\"count\":{0}}}\n'.format(facility_data['美術館']))

elapsed_time = time.time() - start_time

print ("処理時間: {0}".format(elapsed_time) + '[秒]')

5  美術館の数を集計するプログラムの例
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成果がつぎ込まれています。

人工知能は、最近急速に注目を浴びている研究分野です。

皆さんもテレビや新聞などで目にしたことがあると思い

ます。実は人工知能の研究というのは、60年ぐらい前から

始まっています。コンピュータが最初にできたのは1946年

あたりの第二次世界大戦の終わりくらいです。最初のコン

ピュータは軍事兵器でした。ですから国家機密のようなも

ので、当時はほとんどが大砲の弾道計算のための大量の数表

作りに使われていました。戦争が終わり1950年代になると、

戦争の道具だけでなくほかにも使えるということで、アメリカ

の大学はこぞってコンピュータの研究に力を入れ始めます。

たとえばMIT（マサチューセッツ工科大学）という大学は、

将来は人工知能というものが出ると考えて1950年代から

研究をスタートさせ、MIT人工知能研究所（MIT Artifi cial 

Intelligence Laboratory、AI Lab）を作りました。コンピュー

タが生まれてから間もない段階に、人間と同じように考える

ことができる機械を作れるのではないか、という研究が

始まったのです。

しかし、当時から期待されていた統計と記号処理技術を使

うタイプの人工知能の技術の限界が明らかになってきました。

東大入試を目指した日本の「東ロボくん」のプロジェクトも

このタイプの技術を使っていたのですが、2016年11月に

研究を断念することが発表されました。この研究者たちは

立派だと思います。国家のお金を使って研究しているとなか

なか失敗したとは言いにくいものです。しかし、研究という

のは失敗もあれば成功もあります。こういうことをやったら

失敗したということがわかったのも研究成果の一つなので

すから。

このように人工知能の研究は思ったような成果が出ない時

期が続いたのですが、ブレークスルーが来ました。科学では、

それまでいろんな方向を試してうまくいかなかったものが、

いきなりある方法によって突然壁が崩れて、一気にいろいろ

なことが可能になるときがあります。それをブレークスルー

といいます。人工知能では「多層ニューラルネットワーク」

という技術がそれです。

ニューラルネットワークとは、コンピュータで人間の脳の

神経網を真似するという手法です。記号処理とはまったく異

なる発想なのですが、ある意味素朴なアイデアに基づいたも

のといえます。この研究自体も実は1950年台にまでさかの

ぼれますが、長い間芽が出なかった。最近になって急に実用

化してきた理由は、ハードウェアが進歩し多層のニューラル

ネットワークを処理できるようになったことと、ニューラル

ネットワークの微調整を自動的に行う技術が出てきたから

です。

自分で学習していくディープラーニング

今はこの技術を「ディープラーニング」とよんでいます。

日本語で「深層学習」です。人間の脳の神経網を真似して何

層にも重ねて深いネットワークを作るというところから来て

います。ですからディープニューラルネットワークでもよい

のですが「ラーニング」となっているのは、コンピュータが

「学習」できるようになる技術だからです。人間が処理手順を

事細かに指示するのではなく、コンピュータ自身が人の手を
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借りないで賢くなっていくのが人工知能の「学習」です。

ディープラーニングは画像認識への応用から始まりま

した。写真に何が写っているかを認識するのです。

Googleフォトで、たとえば「犬」と検索すると自分が撮っ

た写真の中から犬の写真を探してくれますよね。これは、

コンピュータにたくさんの画像（問題）とそこに写って

いるものが何かという正解を与えて学習させたのです。

これを「教師あり学習」といいます。

学習手法もその応用分野も一挙に広がりました。

ロボットに扉の開け方を学習させた実験があります

（図7）。興味深いのは、ロボットに扉の開け方そのもの

を教えたのではなく、ロボットに試行錯誤させて自分で

開け方を学習させていったという点です。これを「強化

学習」とよんでいます。

ロボットの場合、人間にはできない並列学習が可能に

なります。たとえば、いろいろな形や材質の物のつかみ

方を14台のロボットに直接教えるのではなく試行錯誤

させます。そして、あるロボットが一つの物をつかめる

ようになったらほかのロボットに意地悪しないで教えて

あげます。そうやってお互いに協力しあって、あっとい

う間に物のつかみ方を学習できるのです（図8）。

ディープラーニングが注目され始めたのは、ほんの

5年から10年の間のことなのですが、短期間で多くの成

果が出ています。皆さん、人工知能って面白いと思いま

せんか？　INIADでは、人工知能の基礎から応用までしっ

かり学べるカリキュラムが用意されていますよ。

人工知能とどう向き合うか

さて、ここまで「クラウド」と「人工知能」という二つ

のことをお話ししてきました。ディープラーニングの研

究者になりたい場合はINIADのエンジニアリングコース

で勉強できますが、それ以外の学生は、クラウドの中に

6 注1）

7 注2）

9 注4）

8 注3）

注1） https://www.youtube.com/watch?v=SD6Okylclb8
  https://www.youtube.com/watch?v=RknradGmm6o
  https://www.youtube.com/watch?v=EP_NCB3KkiY

注2） https://www.youtube.com/watch?v=iiD3Klvm96s
  https://www.youtube.com/watch?v=R2kEi_KKSsA
注3） https://www.youtube.com/watch?v=iaF43Ze1oeI
注4） https://youtu.be/4HCE1P-m1l8
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ある最先端の人工知能技術を「使う」というので良いです。

これは、日本の農家がGoogleクラウドにある人工知能の機能

を使って、キュウリを選別するシステムを開発したという例

です（図9）。先ほどオランダの農家の話もしましたが、日本

でも同じようなことをやる人が出てきています。農家の人は

プログラミングができてクラウドが使えたということです。

これからの時代は人工知能をどう使っていくかが重要にな

ります。今日話をお聞きになってわかったと思いますが、

分野を限れば人間より人工知能が優秀なのは確実です。皆さ

んが大人になるときには、どちらかというと職を巡って海外と

競うというよりも、機械と競うという厳し

い時代になってくるはずです。たとえば先

ほどの動画にあった荷物を運ぶロボットが

低価格で売り出されたりしたら、物を運ぶ

職業はやめておいたほうがいいかなと思っ

てしまいますよね（笑）。今だったらまだ職

業になりますが、皆さんが大人になるころ

にはもうないかもしれない。機械との競争

ということです。オックスフォード大学の

人工知能研究者が、これから人工知能に代

わられる可能性のある職業のリストをあげ

たのですが、かなり現実のものになってき

ています（図10）。

ですから、機械が感性を身につけるのなら、人間は論理性

の強化をしないといけないというのが私の考えであり、

INIADの考えです。機械がだんだん人間に似てくるのだった

ら、人間は機械が持っている論理性を身につける必要がある。

人間は感情だけで動いてしまうことがあります。でも感情

だけで動くと喧嘩にもなるし戦争にもなる。やはり冷静に

論理の力で生きていくことが重要だと思います。論理的な

思考を育てるという意味で、プログラミングは良い練習で

あり、重要です（図11）。

変われる者のみが生き残る

今後十数年で社会は大きく変わります。しかし、コン

ピュータや情報通信の専門家でも社会がこれからどう変わる

かはわかりません。未来の予測は難しいのです。しかし、今

社会を変えているのは、コンピュータとネットワークという

情報通信技術（ICT）であることだけは確かです。ダーウィン

の名言とされる言葉に「変われる者のみが生き残る」という

ものがあります。世の中の変化に合わせて自分自身がいかに

変わっていけるかということがとても重要です。自分が変わ

らないといけない。そのためにはプログラミングとコミュニ

ケーションの力が武器になります。ぜひINIADのような場で

この二つを勉強し、社会に出て育つ人がたくさん出ることを

私は期待しています（図12）。

12

11

10
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インターネットによって地理的制約がなくなり、考え方が同じで一緒にやって
いける人々との出会いは簡単になりました。
遠く離れたところにいる人たちと協力しあって一緒に仕事をしたり（クラウド
ソーシング）、設計図を送りモノを作ってもらって、それを（国際）宅急便で
送り返してもらったりして、魅力的な試作品を作れば、ネットを通じて広く
世界から資金を集める（クラウドファンディング）こともできます。
世界では、こうして若者たちが革新的な製品を世に出して成功する「スタート
アップ」が増えています。

コンピュータ・インターネットをはじめとした、
さまざまな科学技術により、成り立っている
現代社会。一人ですべてを理解し動かすこと
は難しい時代になってきています。
今求められているのは、多くの人々の協力と
連携です。

インターネットの中のさまざまな
機能やサービスを組み合わせ

「連携」させれば…

いろいろな機能ブロックがネットから
簡単に入手でき、スマートフォンの開発
環境も充実しました。少しのプログラム
だけで高度なアプリを作り、新サー
ビスの実現が可能になります。

インターネット社会の今、
世界はますます
チャレンジが容易に

「連携」の基盤は
コンピュータサイエンス

チームを組んで、コンピュータを使いこ
なし情報を通して連携し、すばやくアイ
デアを形にできる人材が今求められて
います。

ゼロから作るのは
難しくても…

一
人
で
は
だ
め
で
も…

コンセプトは
「連携」

シ
ス
テ
ム
を
連
携
さ
せ
る
力
を

多様な人々と連携できる力を
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コース横断のチーム実習

コミュニケーション力の重視

全コースでCS教育

プログラミング力をつけるのがCS ― Computer Science（コンピュータ科学）。
連携の基盤としてCS教育を重視し全コースでCS初級とプログラミング教育を
実施します。

異なる専門、多様な国籍を持つ者同士で、共通の課題解決を
行うため「英語」をはじめとして「プレゼンテーション」や
「ディベート」などの実践的コミュニケーション能力を身に
つけます。

コース横断でチームを組み共通の課題に 
取り組む実習を複数年通して実施します。

連携できる力が
未来の鍵

どんな人生を送るにしろ、
人生を助ける力としての「プログラミング」

プログラミングによりインターネットや3Dプリンタ
などの環境を使いこなし、他の人々や組織と「連携」
することですばやくアイデアを形にできる力をつける
四つのコースがあります。

IN
IA

D

29INIAD GUIDEBOOK 2O18



情報連携
エンジニアリングコース

革新的コンピュー
タ

新
しい時代の通信

技術

IoT (Internet of Things)

クラウドサービス

スマートフォン

スマートシティ

社会を支える最先端情報システムの構築

コンピュータアーキテクチャ コンピュータネットワーク

組込みシステム

リアルタイムOS

超小型コンピュータ

インターネット

センサーネットワーク

無線ネットワーク

技術面から連携を支え新しい情報サービスを具体化できる力をつける

社会を支える最先端の情報システムを
構築できる人材の育成

今私たちは、PCやスマートフォンで、いつでもどこでも、
世界中のあらゆる情報を得ることができます。これは、
ほんの10年前までは考えられないことでした。そして
まもなく、世界中のあらゆるモノがネットワーク化する、
IoT （Internet of Things）の時代がやってきます。
こういった高度に情報化した社会を支えているのが、
コンピュータサイエンスです。
エンジニアリングコースでは、このような社会を支える
最先端の情報システムを構築できる、高度なコンピュータ
サイエンスのスキルを身につけることができます。

世界標準の
カリキュラムへの準拠

エンジニアリングコースは、IEEE/ACMという国際的な学会
が中心となり作成した、世界標準のカリキュラムに準拠
しています。
革新的コンピュータ「コンピュータアーキテクチャ」、新しい
時代の通信技術「コンピュータネットワーク」という二つの
研究分野を中心に、世界中のどこに行っても通用する高度
なコンピュータの知識を身につけることができます。
標準的なプログラミング技術を習得した人材とは一線を
画し、次世代の情報システムを自ら創り出す、そんな
高度なエンジニアの輩出を目指しています。

卒業後の進路
［開発者／システムエンジニア／プログラマ／研究者］
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もの

づ
く
り

人

とコンピュータの
接

点

Web デザイン

インダストリアル
デザイン

ラピッドプロト
タイピング

未来の情報サービスや製品の具体化

デジタルデザイン ユーザエクスペリエンスデザイン

3Dプリンタ

3D CAD

コンピュータ
グラフィクス

HTML5
（Webサービス言語）

AR（拡張現実）

ヒューマン
インタフェース

情報連携
デザインコース

デザイン面から連携を支え、 新しい情報サービスや製品を具体化できる力をつける

未来の情報サービスや製品を
具体化できる人材の育成

人を惹きつけるWebサイトやさまざまな工業製品、
それは魅力的な「デザイン」が支えています。
情報連携デザインコースでは、デザインに関するさま
ざまな知識と、それを実現する実践的なスキルを学び、
未来の情報サービスや工業製品を具体化する能力を身に
つけることができます。

コンピュータを 
フル活用したデザインへ

現在のものづくりは、コンピュータと切り離すことはでき
ません。
3D CADなどを利用して設計し、3Dプリンタ、レーザー
加工器を活用して、すぐに形にする「ラピッドプロトタイ
ピング」が、注目を集めています。
情報連携デザインコースでは、特にコンピュータを駆使
したものづくりを扱う「デジタルデザイン」と、人とコン
ピュータの関わりを扱う「ユーザエクスペリエンスデザイン」
の2分野を中心に学び、コンピュータをフル活用して、
新しいアイデアをどんどん形にできる人材の輩出を目指し
ています。

卒業後の進路
［Webデザイナー／インダストリアルデザイナー］
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データが強化する 
マネジメント力

現在の情報ビジネスでは、インターネットを介して
世界中から大量の情報が集まり続けます。
統計分析を基礎として、大量のデータを読み解きマーケ
ティングなどに活用する力は、これからのビジネス、
特にインターネットを中心に展開される情報ビジネス
の世界では欠かすことのできない能力です。
情報連携ビジネスコースでは、新規事業創出の方法論を
扱う「ビジネスインキュベーション」だけでなく、データ
分析による戦略立案を扱う「データサイエンス」をも学び、
データに強いマネジメント系人材を輩出することを目指
します。

情報連携
ビジネスコース

革新的事業の創
造

デ

ー
タ分析による戦

略立

案

スタートアップ

マーケティング

クラウド
ファンディング

新たな情報ビジネスの構築

ビジネスインキュベーション データサイエンス

会計学
経営学

ビッグデータ

統計分析

ディープラーニング
（人工知能）

連携により新しいビジネスを構築できるマネージャ人材を育てる

新しい情報ビジネスを構築する 
人材の育成

現在、コンピュータは誰でも手に入るものになり、特別な
資格や高価な機器がなくても、知識とスキルを身につけ
れば新しいサービスやモノを創れる時代になりました。
クラウドファンディングによる世界中の不特定多数から
の資金調達など、インターネットを活用し、これまで
になかった形で新たなビジネスを立ち上げるしくみも、
次々と世に出ています。
情報連携ビジネスコースでは、何度でも挑戦するマインド
を持ち、チームを束ねて、新しい情報ビジネスを構築す
ることのできる人材を育成します。

卒業後の進路
［プロジェクトマネージャ／コンサルタント／
マーケティング／スタートアップ］
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情報連携
シビルシステムコース

インフラへの応
用 くらしへの応用

豊かな社会とくらしの創造

複雑で
高度なまちの活動

豊かなくらし

社会への情報技術の応用

インフラサービス クオリティオブライフ

インフラの設計・管理

スマートシティ

交通情報マネジメント

健康管理

ネットサービス

コミュニティ形成

情報技術と連携し豊かな社会とくらしの創造に応用する力をつける

まちの基盤施設と人のくらしに 
情報技術を応用できる人材の育成

私たちのまちは建物、道路、上下水道、電力供給などの
インフラに支えられています。
複雑化し高度化するまちの活動を支えるためには、情報
システムを応用してこれらのインフラを設計し、活用し
ていく必要があります。
また、環境への配慮、健康、快適で便利なくらしや、
文化やコミュニティに対する情報技術の応用はますます
盛んになり、それによって豊かなくらしを創り出すこと
ができます。
シビルシステムコースでは、まちのインフラと人のくらし
への情報技術応用の基本的な考え方を身につけることが
できます。

応用力の養成に力点を置いた 
カリキュラム

建物やさまざまな施設は、まちの計画の中で、それぞれ
個別の目的に応じた設計と管理がなされてきました。
このコースでは、これらの施設の全体の理念、計画、設計、
管理と情報技術の応用を学びます。
また、大きく発展しつつある、くらしへの情報技術の応用
についても学びます。
これらの情報技術の応用はその進展が早いため、単に
理解し、知識を記憶するのではなく、将来起きるさまざま
な社会の変化に追随して柔軟に考え、情報技術を応用で
きる力を身につけた人材を輩出することを目指します。

卒業後の進路
［公共セクター／建設／商業／サービスなど］

33INIAD GUIDEBOOK 2O18



カリキュラム

▶ １年次は、すべての学生がプログラミングと日・英コミュ

ニケーションを集中的に学び、情報連携の素地を身に

つけます。

▶ ２年次からは四つのコースに分かれ、コースごとに二つ

の研究分野に関する専門的な知識を身につけます。

実践的な演習を通じて、情報連携のためのスキルを身に

つけます。

▶ チーム実習は情報連携の実践の場です。

 各コースで身につけた専門性を活かし、コース横断の

チームで擬似スタートアップ型の実習を行います。

 コースの仲間との協働を通じて、社会での働き方を身に

つけます。

▶ 学部4年～大学院では、研究室に所属し、各コースの

専門性を、さらに深めることもできます。

大学院
（修士課程）

4年

3年

2年

1年

高校生

社会人

留学生

チーム実習

ビジネス
インキュベーション

データサイエンス

ビジネス
研究

デザイン
研究

デジタルデザイン

ユーザ
エクスペリエンス
デザイン

シビルシステム
研究

インフラサービス

クオリティオブ
ライフ

エンジニアリング
研究

コンピュータ
アーキテクチャ

コンピュータ
ネットワーク

コミュニケーション
（日本語／英語）

プログラミング

ビジネス
コース

デザイン
コース

エンジニアリング
コース

シビルシステム
コース
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コミュニケーション
コンピュータサイエンス

の基礎
エンジニアリング／デザイン／ビジネス／シビルシステム

の専門知識と実践的スキル
連携による
課題解決

リスニング・ 
スピーキング
 I ～ II

リーディング・ 
ライティング
 I ～ II

リスニング・ 
スピーキング 

III ～ IV

（選択）

リーディング・ 
ライティング 

III ～ IV

（選択）

情報連携
実習 I

情報連携
実習 II

情報連携
実習 III

情報連携
実習 IV

卒業研究

情報連携の
ための
数学A～B

情報連携の
ための

確率・統計学
A～B

情報連携の
ための

物理学A～B

1 

年

2 

年

3 
年

4 

年

コンピュータ 
サイエンス
概論 I

コンピュータ 
社会概論

情報連携
基礎演習

I～II

コンピュータ
サイエンス概論II

INIADカリキュラムマップ

情報連携
エンジニアリング

 概論

情報連携
デザイン概論

情報連携
ビジネス概論

情報連携
シビルシステム

概論

情報連携学概論

情報連携応用科目 
情報連携応用演習

（エンジニアリング）

情報連携応用科目 
情報連携応用演習

（ビジネス）

情報連携応用科目 
情報連携応用演習

（シビルシステム）

情報連携応用科目 
情報連携応用演習

（デザイン）
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エンジニアリングコース

デザインコース

2 年

3 年

4年

コンピュータ
アーキテクチャ

情報連携
エンジニアリング
演習 III～IV

コンピュータ
ネットワーク I

アルゴリズムと
データ構造 I

プログラミング
言語 II

アルゴリズムと
データ構造 II

ソフトウェア
エンジニアリング

コンピュータ
アーキテクチャ論 I～IV

（選択）

コンピュータ
ネットワーク論 I～IV

（選択）

データベース

情報数学

情報連携
エンジニアリング
演習 I～II

コンピュータ
ネットワーク II

プログラミング
言語 I

オペレーティング 
システム

コンピュータ
システム

2 年

3 年

4年

情報連携
デザイン
演習 III～IV

コンピュータ
支援設計 II

デザイン
理論 III

工業デザイン

デジタル
デザイン論 I～IV

（選択）

ユーザ
エクスペリエンス
デザイン論 I～IV

（選択）

コンピュータ
支援設計 I

情報連携
デザイン
演習 I～II

デザイン
理論 I

デザイン
理論 II

Webデザイン I

ユーザ
エクスペリエンス 
デザイン II

ユーザ
エクスペリエンス

評価

コンピュータ
グラフィクス

ユーザ
エクスペリエンス
デザイン I

Webデザイン II
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シビルシステムコース

ビジネスコース

2 年

3 年

4年

情報連携
シビルシステム
演習 III～IV

情報連携
シビルシステム
演習 I～II

インフラ
サービス論 I～IV

（選択）

クオリティオブ
ライフ論 I～IV

 
（選択）

インフラ
マネジメント建築デザイン

都市・地域
マネジメント 産業エコロジー エネルギーと

環境インフラ

環境科学と政策

ユビキタス
ネットワークと生活

地理情報
システム社会資本経営

交通と情報
マネジメント

持続可能社会と
情報マネジメント

ライフライン
マネジメント

2 年

3 年

4年

知的財産権論

情報連携
ビジネス
演習 III～IV

情報連携
ビジネス
演習 I～II

統計と
データ分析 I

ビジネス
インキュベーション論 I～IV

（選択）

データ
サイエンス論 I～IV

（選択）

会計論 I経営論 I

会計論 II経営論 II 統計と
データ分析 II

経営論 III 人工知能データ
マイニング論

ディープ
ラーニング

ビッグデータ
解析
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時代の
プログラミング教育
▶「連携」の力となるプログラミング 
基礎教育

今まで独立して動いていたあらゆるモノがIoT（Internet of 
Things）によってネットワーク化され、身の周りのあらゆる
サービスや機械がコンピュータを通して「連携」することで
社会が大きく変わろうとしています。

社会全体がグローバルに結合されようとしている今、私
たちにも世界中の人たちと「連携」してさまざまな課題を
解決していくための基本スキルが求められています。情報
連携学部では、世界的に広く使われているプログラミング

言語「Python」と、インターネットの標準言語「HTML5」・
「JavaScript」などを用いて、全コース共通でIoT時代の
基本スキルとしてふさわしい基礎を学びます。

▶「連携」をリードしていく人材を育てる 
専門教育

基礎教育で学んだ連携のための共通知識をベースとして、
「連携」を牽引していく人材を育てるために、各コースでは
特別に設計された専門カリキュラムを用意しています。

エンジニアリングコースでは、インターネット上のさまざま
なクラウドシステムと連携が可能な組込みモデルカー
「T-car」を用いて、IoTシステム全体を構築する演習が行われ
ます。機械単体の作り方を学ぶいわゆる「組込み演習」とは

一線を画す、クラウドと連携した総合システムを
理解させる内容であり、まさにこれからの

IoT時代を牽引していく人材育成
を目指しています。
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新キャンパスの機能

▶ INIADの教育方式

―― 従来の大教室教室
・従来の日本の大学──特に私学や文系の大学では、教師から学生に一方的に
知識を伝える「講義」形式が主流でした。

・そのために、より多くの学生を収容できる大教室が効率的とされてきました。
・しかし、単に先生が一方的に知識を授けるだけ、学生が受け取るだけでは
「連携」にはなりません。

― ネットワークと現場を組み合わせた新時代の教育
・ ネットワークの時代だからこそ、INIADでは「その場に集うこと」を重視します。
・知識を受け取る部分はネットワークのオンライン教育システム「MOOCs
（ムークス）」で行います。

 いつでも、どこでも、何度でも、納得行くまでブラウザ経由で受講が可能で、
演習により自分の理解度も確認できます。

・一方、キャンパスではネットワーク上でできないことを行います。
 具体的には、教師や、学生同士での討論を中心とした対話中心の授業や、
手を動かす実習を行い、オンライン教育システムで得た知識を消化し身に
つけることを促します。

― 多数の小教室中心の構成
・対話中心の授業は、大人数では成果が出ません。そこで、INIADの教室は
小教室中心の構成になっています。

・また、さらに小さいチームルームが多く用意されており、3年生以降に開始
されるチーム実習のための拠点としたり、学内で起業する会社のオフィスと
しての利用など、さまざまな利用が可能です。
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▶ メディアセンター

― ネットが主流になっても、直接顔を合わ
せてコミュニケーションを取ることの重要
性は変わりません。

― その対面でのコミュニケーションを助けることを中心に、ネットの中だけ
では実現できないメディア機能を提供するスペースが、INIADの1階の公共
スペースに位置するメディアセンターです。

― たとえば、学生が少人数で集まって、一つの同じ大画面を見てコミュニケー
ションを取るミーティングスペースがあります。
・ ミーティングスペースはさまざまなインテリアで気分を変えられるよう
になっておりアイデア出しを刺激します。

・ 他のチームとの適度な距離感で、セレンディピティ（予期せぬ幸運な出会い）
を演出し、アイデアの掛け算効果を生みます。

― 小規模なセミナーや討論会を行える小規模のシアタースペースもあります。

― 逆に、一人でいながら、同時に周囲に人々を感じられる、適度な独立感のパーソナルスペースも多くあります。

― クリエーションに疲れたら、近くにはカフェスペースもあります。 美味しいお茶とスイーツでリフレッシュしてください。

▶ 展示エリア

― メディアセンターに隣接するスペースは、学生などさまざまな人が集い、
出会う公共スペースとなっています。

― 展示台などの各種の展示用家具や大型プロジェクターなどの設備も用意され
ており、パネル展示から実物展示、プロジェクター展示などが可能です。

― 学内で行う講演会に合わせた展示会、演習の作品展示、学内スタートアップ
の商品発表、さらには大学祭などさまざまなイベントに利用可能です。

▶ 建築

建築設備・内装・建築総合プロデュース：
坂村 健（さかむら けん）
IoT社会の構築を目指すコンピュータアーキテクチャ構築・
普及を目指すプロジェクト「TRON」の提唱者でプロジェクト
リーダー。

建築設計：隈 研吾（くま けんご）
株式会社隈研吾建築都市設計事務所主宰。東京大学教授。
木材を使うなど「和」をイメージしたデザインが特徴的で、
2020年オリンピック・パラリンピックのメイン会場となる
新国立競技場のデザインも手掛ける。
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化された
未来のキャンパス
赤羽台キャンパスにあるINIADは最先端のIoT技術により、
さまざまな設備や機器をネットワークに接続し、それらがキャ
ンパスの状況に合わせて協調動作することで、人々に最適な
環境を与え、使用エネルギーの最適化を図ります。このように
設備や機器を空間の状況に合わせて最適制御するというコン
セプトは、坂村健学部長がプロジェクトリーダーを務める
TRONプロジェクトの目指すところであり、赤羽台キャンパス
にはこの研究成果を取り入れた未来のキャンパスを実現して
います。

― 最先端の空間で学ぶ
研究室には、電灯やエアコンのスイッチはありません。キャ
ンパス内にあるセンサーを利用して環境を自動認識して
制御を行い、利用者からの指示はスマートフォンやPCから
ネットワーク経由で行います。教室や研究室などへはIC
カードやスマートフォンで鍵を開けて出入りします。講義
の案内や連絡事項などはキャンパス内に設置されたデジタル
サイネージやスマートフォンで知ることができます。

― INIADキャンパスAPIでプログラミング実習
赤羽台キャンパスに設置されているさまざまな設備や機器
は、API（Application Programming Interface, コンピュータ
プログラムから、他のプログラムや機器の情報を取得した
り制御するための約束事を定めたもの）を提供しています。
学生の皆さんはAPIを学習し、これを操作するためにプロ
グラミングすれば、このIoT化されたスマートキャンパス
を自身に割り当てられたアクセス権限の範囲内で思いどお
りにコントロールできます。

― INIADキャンパスAPIの利用例
・ プレゼンテーション時に外光が差し込む場合は自動で
ブラインドを下げて照明を点けます。

・ ICカードをかざして部屋に入室すると入室した人の好み
に合わせた設定で照明・エアコンが動作します。

・ あらかじめ利用階、目的階をスマートフォンに入力してお
けば、荷物を運んでいて両手がふさがっているときでも、
エレベーターの前に行くだけで自動でエレベーターを
制御して目的階へ移動できます。
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― コンピュータ教育に適したネットワーク環境
キャンパス内にはWi-Fiが整備されていて、情報教育を
実施するために十分なインターネット接続帯域が確保され
ていますので、学生が所有するPCやスマートフォンを
持ち込んで、授業や研究に活用できます。

また、クラウドコンピューティング環境としてINIAD教育
クラウドを整備しています。このINIAD教育クラウドを
活用した講義も数多く用意されています。学生の皆さん
がINIAD教育クラウドを自分自身の学習や研究などにも
活用できるよう、設備も整っており、また困ったときには
INIADスタッフがサポートします。

INIAD教育クラウド

INIADキャンパスAPI

照 明照 明

空 調空 調

人感センサー人感センサー

照度センサー照度センサー BLEマーカーBLEマーカー

温度・湿度・気圧センサー温度・湿度・気圧センサー

スマートメータースマートメーター

インテリジェントドア
（ICリーダ）

インテリジェントドア
（ICリーダ）

エレベーターエレベーター

無線LAN
アクセスポイント
無線LAN

アクセスポイント

学内
ネッ
トワー

ク

学内
ネッ
トワー

ク
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メイカーズハブ

個人がものづくりに取り組む、メイカームーブメントが世界的に流行しています。
きっかけは、ものづくりの世界に IT技術を取り入れたデジタルファブリ
ケーションとよばれる技術が普及し、さまざまな造形物を簡単に作れるよう
になったことです。

INIADは、このような「ものづくりに取り組む人々」（メイカーズ）の活動を支援
することが重要だと考えています。そのためキャンパス内にINIAD Makers' Hub
と名づけたスペースにさまざまな機材や道具を揃え、メイカーズをサポート
する専任のスタッフが常駐しています。皆さんはこのような万全の体制の中
でアイデアを形にできます。

▶ 工作機器
デジタルファブリケーションを中心に、
ものづくりの一連の作業を行う環境を
整えています。

・3Dプリンタ
・3Dスキャナ
・3D切削加工機
・レーザーカッター
・カッティングプロッター
・真空成形機
・基盤加工機
・エアースプレーガン

▶ 作業できる内容
INIAD Makers' Hubでは、原材料を加工する
ところから塗装などを施す整形まで、もの
づくりの一連の作業を行えます。

・木材、金属、樹脂などの工具を用いた加工
・デジタルファブリケーション
・電子工作
・塗装

▶ 計測機器
電子工作のためのプロユースの 計測
機器類も充実しています。

・デジタルマルチメーター
・オシロスコープ
・ロジックアナライザー
・ネットワークアナライザー
・スペクトルアナライザー
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就職・進路 本学部の卒業生は、
専門力：情報分野の専門スキル
グローバル力：グローバルなコミュニケーション能力
連携力：チームで課題解決する能力
を活かして、社会の多方面で活躍します。

情報連携学部

エンジニア
デザイナー
マネージャ
コーディネータ

チームで進む道

大学院
スタート
アップ

ベンチャー

ICT
関連企業

官公庁

グローバル
企業

国内企業

スタート
アップ

ビジネス
インキュベーション制度

チーム実習や、種々の本学部の活動
を通して見つけた仲間とともに、
スタートアップを立ち上げるという
道もあります。
情報連携学部は、チームによる起業
を、シェアオフィス提供やスポンサー
紹介などさまざまな形で支援する、
ビジネスインキュベーション制度を
提供する計画です。

キャリア支援
身につけた個人の力を活かして、
社会で活躍する道があります。
情報連携学部は、キャリア支援制度で、
就職活動をサポートします。

インターン制度
企業との共同プロジェクトに参加し、
実践的な経験を積むことは、就職
活動をはじめ、社会に出る際に大き
な利点となります。
そこで情報連携学部と協力関係に
ある企業や研究所におけるイン
ターンを積極的に紹介し、活動の
支援をします。

大学院に進学し、研究を
通じて、専門力をさらに
磨く。

身につけた専門力、グローバル力
を活かして就職し社会に貢献する。

チーム実習の実績を活かし、
新規事業を立ち上げる。

クラウド
ファンディング
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九つの研究分野

大学院情報連携学研究科

東洋大学大学院 情報連携学研究科は、東洋大学情報連携学部と連携した教育・研究を行う大学院です。
情報連携学研究科では、コンピュータサイエンスを基盤とした「連携」を支える九つの分野について、深く専門を身につけ
研究を行うことができます。
情報連携学研究科は、社会人の再教育を応援します。必要な科目を集中的に履修することで、1年間で修了することも可能
です。また、博士学位取得のためのコースも用意されています。

情報基盤技術研究分野

プログラミング言語や情報セキュリ
ティをはじめとした、「連携」を支える
基盤技術に関して研究します。

コンピュータ
アーキテクチャ研究分野
今IoT（Internet of Things）とよばれ
ているような、新しい時代のコン
ピュータシステムについて研究します。
リアルタイムOSなどの要素技術から
アプリケーションまで扱います。

コンピュータ
ネットワーク研究分野

省電力無線通信技術、クラウドコン
ピューティングなど、IoT時代を支え
るネットワーク技術について研究し
ます。

デジタルデザイン
研究分野

3Dプリンタなどをはじめとしたデジ
タルファブリケーション技術とコン
ピュータを活用したものづくりについ
て研究します。

ユーザエクスペリエンス
デザイン研究分野

新しいユーザインタフェースの設計、
ヒトと空間情報の関わりなど、ヒト
と情報やコンピュータの関わりに
ついて研究します。

ビジネスインキュベーション
研究分野

コンピュータをはじめとした情報
通信技術とビジネスの関係や、それ
らの技術を活用した新規事業開発に
ついて研究します。

データサイエンス研究分野

ディープラーニングをはじめとした
機械学習技術、データ解析技術の、
社会のさまざまな分野のビッグデータ
への適用について研究します。

インフラサービス研究分野

情報通信技術を、社会のさまざまな
インフラの設計、あるいは都市や
交通の管理に役立てるための研究
を行います。

クオリティオブライフ
研究分野

情報通信技術を、ヘルスケアやコミュ
ニティ形成といった街づくりに活用し、
くらしを豊かにするための研究を
行います。
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教育プログラム

▶ 「Open IoT教育」プログラムとは

IoT時代の今、情報通信技術は目まぐるしく進展しています。
モバイルコンピューティングや組込みシステム開発などの
エッジ側の技術、ディープラーニングを皮切りに人工知能
の発展が目覚ましいクラウド側の技術、そしてそれらを
つなぐネットワークの技術――新たなサービス、新たな
プロダクトの開発に携わる技術者には、常に新しい知識と
スキルが求められ続けます。このような背景のもと、情報
通信技術の分野においても、社会人の方が大学で改めて学
び直す、いわゆるリカレント教育に注目が集まっています。

2018年度より、INIAD（東洋大学情報連携学部）は、東京大学、
横浜国立大学、名古屋大学、名城大学と連携し、IoT時代
の学び直しプログラム「Open IoT教育」プログラムを開講
します。このプログラムでは、高度なIoT技術を身につけ
たい社会人の方を対象に、IoT関連分野の体系的な知識と
スキルを短期間で身につけることのできる「学び直し」の
ためのコースを提供します。

「Open IoT教育」プログラムは、IoT分野を支える約200社
が入会するトロンフォーラム（http://www.tron.org） と
連携し、産業界のニーズをふまえたIoT分野の実践的な
カリキュラムを提供します。

▶ カリキュラムについて

本プログラムに参加する連携校において、それぞれ半年間
のコースを開講します。

― IoT専門科目
各連携校で特色のある、IoT分野の専門科目を半年間に
わたり開講します。他校の提供する科目の受講、
MOOCsによる遠隔受講が可能です。

―― IoT演習科目
各連携校で特色のある、実践型の演習講義を週末や長期
休暇期間中に集中講義型で開講します。他校の提供する
科目も受講可能です。

―― 情報連携実習科目
長期休暇期間中に、東洋大学情報連携学部のIoTキャン
パスを利用した、プロジェクト型の実習を行います。

本プログラムの講義は大学院レベルのものとなりますが、
受講生の方は、東洋大学情報連携学部が提供する、学部生
向けのMOOCs教材にもアクセスすることができます。
PythonやJavaScriptを用いたプログラミングを、基礎から
学び直すことができます。
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講師育成

講師派遣

講師派遣

東洋大学
情報連携学部

横浜国立大学東京大学

名古屋大学 名城大学

学術団体
IEEE Consumer

Electronics Society

研究機関
YRPユビキタス・ 

ネットワーキング研究所

連携校連携校連携校

連 携

コース運営

カリキュラム・教材開発

連 携

連 携

トロンフォーラム

● 人材育成に関しても十分な実績

● IoT分野に関連した、多数のベンダー企業、 ユーザ企業、
学術機関、政府研究機関が参画

高度な IoT技術を身につけたい情報系大学院出身の技術者

学び直しの機会が少ない地方の ICT技術者

学生時代に体系的にコンピュータサイエンスを学んでいない技術者

社会人

産業界のニーズを踏まえたカリキュラム
・高度 技術を体系的にカバーする講義
・民間企業からの講師による講習を含む、
実践的スキルを習得できる演習

MOOCsを活用した学習環境
・通学を伴わない遠隔講義
・不足知識の学び直しを行える環境の提供

Open IoT 教育プログラム

高度 IoT時代に求められる知識・スキルの習得

チームによる課題解決型の実践学習

超軽量組込み 人工知能
ビッグデータ解析 アクセス制御

文部科学省「成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成」採択事業

「enPiT-Pro : ICTベースの社会形成のための文理融合のICT教育」

▶ こんな方におすすめです

・高度なIoT技術を身につけたい技術者の方に、IoT関連
分野の体系的な知識とスキルを身につけるための大学院
レベルの教育を提供します。

・学び直しの機会が少ない地方の ICT技術者の方に、
MOOCsを活用した遠隔での学習環境を提供します。

・学生時代に体系的なコンピュータサイエンス教育を受け
てこなかった技術者の方に、基礎的なコンピュータサイ
エンス教育を提供します。

▶ 学部長からのメッセージ

IoT時代の技術者は、コンピュータサイエンスに関する
体系的な知識と、実際に産業界で求められるスキルをバラ
ンスよく身につける必要があります。本プログラムでは、
これまで私たちがTRONプロジェクトの中で産業界と連携
して培ってきたノウハウを活かしたプログラムを通じて、
我が国のIoT技術水準の向上に貢献します。
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INIAD （東洋大学情報連携学部） の基本コンセプトは、その名の

とおり「連携」です。この「連携」にはいろいろな意味があります。

INIADの中の連携──エンジニアリング、ビシネス、デザイン、

シビルの四つのコースの間の連携、多様な出身国や社会経験

の学生間の連携もあります。そして、さらにはINIAD外との

連携が重要。それこそが「オープンな連携」だからです。

「オープンイノベーション」という言葉が示すとおり、組織

を超えたオープンな連携こそがイノベーションを加速する鍵

といわれています。そのためにINIADでは、社会──さらには

世界との連携の「結節点」として、INIAD cHUB──東洋大学

情報連携学部 学術実業連携機構を設立しました。

「連携」を研究し「連携」を教育し「連携」によりイノベーション

を起こす「オープンイノベーション」こそがINIADの目的で

あり本分。だからこそ外部の企業・団体・組織にとって、

INIADと連携することは多くの可能性を生むことになると信じ

ています。
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cHUB（シーハブ）は “collaboration Hub for University 

and Business” の略。大学とビジネスの連携のハブ──

結節点となることを目指した組織です。和文表記は「学術

実業連携機構」。

一時代前には、似た目的で「産学連携センター」といった

名称の組織が多くの大学で作られました。「産学連携

センター」の名称の示すとおり、以前の「産業」と「学術」の

連携は、大学の持つ基礎研究の産業利用や、要素技術の

協同開発といったものがほとんどでした。

しかし情報通信技術の進展で状況は大きく変わりました。

情報通信分野では、基礎技術と製品化のような明確な線引

はもはや過去のものです。世界的には多くの研究開発の

成果が、学会論文などよりむしろ実サービスとして直接

社会に出ることが普通になっています。

また、社会で情報システムが機能するには、純粋の技術

設計ではなくビジネスモデル、サービスモデル、インセン

ティブ付与、規約、法規制との関係などといった制度

設計面がより重要になってきています。

従来の「産業──Industry」という言葉ではイメージしに

くいサービス業や流通業、さらに行政や自治体、NPOや

NGOとの連携が、社会的な情報通信技術の利用について

今後ますます大きな比重を占めるようになるでしょう。

INIADと外との「結節点」を作るにあたり、名は体を表す

ということで、我々の考え方を明確にするためもあり、

従来イメージの「産学連携センター」ではなく「学術実業

連携機構」としたのです。

cHUBとは
企業

自治体

大学

NPO
NGO
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連携のやり方
プロジェクトに合わせてさまざまな連携が可能です。

・INIADへの委託研究

・INIADとの共同研究（研究員派遣可）

・INIADへの寄付講座

・INIADでの短期的な協同セミナー開催

・INIADでの短期集中セミナー/幹部研修/
ビジネスコースの開催

・INIADへの国内留学（学部/大学院）

・INIAD学生のインターンシップ

・INIADからの講師派遣

・INIADへのドネーション（寄付）
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使えるのはINIADの
全リソース

イノベーションには、こうすれば実現できるというような

マニュアルや工程表はありません。むしろ、そういうものが

あるのはイノベーションとはいえないでしょう。イノベーション

の実現確率を上げる唯一確実な方法は、チャレンジの数を増や

すことだけです。そしてチャレンジの数を増やすときに重要な

のが環境整備です。

──── ネットワーク内リソース

そのためにINIADでは、超高速のインターネットバックボーン

回線から、設定だけで使えるクラウド計算資源、AI活用のため

のクラウド中のミドルウェアまで、チャレンジのためのさま

ざまなネットワーク内リソースを用意しています。

──── 物理設備的リソース

また、3Dプリンタやレーザーカッター等の機器を備えた

INIAD Makers' Hubや、タスクグループで使えるプロジェクト

オフィス、講演会やシンポジウムに利用できるホール、小規模

プレゼンテーションやデモンストレーションのための多くの

機材を備えたプレゼンテーションハブ、ネットワーク制御の

リモコンカーやロボットの制御プログラムをテストできるテスト

ハブ、セレンディピティ（偶然の幸運な出会い・アイデアの結合）

を狙った多様なミーティングスペースやメディアセンターと

いった物理設備的リソースも備えています。

──── ビルも研究リソース

さらにINIADのあるビル──INIAD HUB-1自体が、最先端のIoT

ビルであり、その多くの機能をAPIで制御でき、環境のリアル

タイムな状況を知ることができる、オープンAPIコントロール

のビルです。プログラムすることで現実に影響を与えられると

いうIoTの基本コンセプトを学ぶための教材でもあり、同時に

研究プラットフォームでもあります。

たとえば、学生一人に1個、私物が入れられる個人ロッカー

がありますが、これも鍵がAPI制御で、それを利用するアプリ

を書くことが実習──ロッカーもIoT教材です。
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──── リソース管理システムそのものも 
研究リソース

また学内専用のペイメントシステムINIAD Payが用意されて

います。これもリソース利用の管理のためでもありますが、

同時にネットビジネスの実験・実習のためにAPIで利用できる

価値流通プラットフォームともなっています。これらを組み

合わせて、自分のロッカーで他人に時間貸しするビジネスを

実現する生徒も出てくるかもしれない。そうやって稼いだ学内

通貨や成績ポイントなどで、学内のリソースの利用も市場原理

で分配します。このビルの中での生活それ自体が、IoT時代の

ネットビジネスの実践になる──そして、そこから新しいベン

チャーが生まれる。そういうことを期待しているのです。

──── 人的リソース

もちろんINIADの教授陣は強力な人的リソースですが、さら

に言えばINIADでは学内プログラミングコンテストやアイデア

ソンを頻繁に実施予定で、1学年400人、全学2,000人規模の

人的リソース化も、ビジネスモデル実証実験やフィールド

リサーチも、適切なインセンティブデザインにより可能になり

ます。

多くのチャレンジのための環境整備を行っているINIADを

ぜひご利用ください。

すでに2017年度よりIoT、AI、ビッグデータ解析、オープン

データ、シェアリングエコノミーなどの分野で世界中の政府

や企業と組み、多くの協同セミナーを開始しました。

たとえば、EUと進めている都市のIoT化のためのプラット

フォーム構築プロジェクト──C
シーパースドットアイオー

PaaS.ioなど、お問い合わせは

INIAD cHUB（e-mail: chub-contact@iniad.org）まで。
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情報連携学部・大学院 情報連携学研究科

http://www.iniad.org/

赤羽台キャンパス：東京都北区赤羽台1-7-11

● JR赤羽駅 徒歩10分
 ● 東京メトロ南北線 赤羽岩淵駅 徒歩12分
 ● 国際興業バス「赤羽台三丁目」バス停下車
※ 車椅子でお越しの場合、校舎が高台にあり、階段のないルートも傾斜の強い
上り坂ですので、赤羽駅西口よりバスのご利用をおすすめします。

※ お車のご利用はお控えください。

問い合わせ先：

学校法人東洋大学 赤羽台事務課

〒115-0053　東京都北区赤羽台1-7-11

TEL: 03-5924-2600　e-mail: contact@iniad.org
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